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家畜ふんベレット堆肥の肥効特性
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Fertilizer Effect of Livestock Excrements Pellet 

Tomoko T AKAHASHJ， Mutumi SUZUKJ， Masayuki Y AMADA and Naoko MA TSUMOTO 
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-現中部農業事務所渋川地区農業指導センター

1 家畜ふん堆肥をデスクベレッターを用い 40'"'-'60 ocの低温でベレット化すると、

土壌中での窒素無機化率は、粉状堆肥に比べ鶏ふん堆肥では 86%、牛ふん堆肥で

60%、豚ぷん堆肥で 45%に低下し、豚ぷん堆肥で低下率が大きかった。

2 家畜ふん堆肥に硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、尿素の 3種類の窒素肥

料を添加してベレット化すると、土壌中での窒素無機化率は粉状堆肥と窒素肥料

を併用した場合と比べ、牛ふん堆肥では差は少なかった。しかし、豚ぷん堆肥で

は、 50'"'-'72%に低下し、特に硝酸アンモニウム添加した場合に低下が大きかった。

鶏ふん堆肥でも、硝酸アンモニウムを添加した場合に 58%と低下が大きかった。

緒 百

家畜ふん堆肥はベレット化することによ

り、取扱性が容易になり、機械散布も可能

となる。また、品質も安定して広域流通に

も対応しやすくなる。

そこで、牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥、鶏ふ

ん堆肥をベレット化するとともに、施用初

期での窒素無機化率の低い家畜ふん堆肥の

欠点を補うため、窒素肥料を添加したベレ

ット堆肥を製造し、堆肥性状、窒素無機化

率について粉状堆肥と窒素肥料を併用した

場合と比較した。

材料および方法

1 ベレット堆肥の製造

1 )供試堆肥
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表 1に供試した堆肥の種類、製造方法、

成分を示した。種類は牛ふん堆肥、豚ぷん

堆肥、鶏ふん堆肥の 3種類とした。

2) ベレット堆肥の製造方法

各堆肥は 2凹の筒いをかけ、ベレタイザ

プレスベレッターを用い直径 5凹長さ約 10

m のベレット堆肥を成型し、ビニールハウ

ス内で自然乾燥した。

3) 窒素肥料添加ベレット堆肥の製造

3種類の家畜ふん堆肥に、硫酸アンモニ

ウム(硫安)、硝酸アンモニウム(硝安)、

尿素の 3種類の窒素肥料を添加したベレッ

ト堆肥を製造した。窒素添加量は堆肥乾物

当たり牛ふん堆肥で 2.2%、豚ぷん堆肥、鶏

ふん堆肥では 1.5%とし、家畜ふん堆肥にそ



群馬畜試研報 第14号 (2007)

表1鵬ヰ堆nem成分

堆nE書量煩 水分 炭素全窒素 CIN リン酸 力リ易分制鵠機物船側蛸欄吻堆肥艶訪法

現伽乾物色乾物〆6 乾物色制勝。 章盟都も 制"も

牛.，5孔雄肥 35.2 32.0 2.51 13.5 3.ω 

豚以雄肥 25.1 36.5 4.21 8.7 5.24 

実島以雄肥 25.0 29.6 3.81 7.8 4.94 

れぞれの窒素肥料を添加混和後、ベレタイ

ザプレスベレッターでベレット堆肥と同様

に成型、乾燥した。

2 ベレット化による堆肥成分の変化

原料粉状堆肥及びベレット堆肥の分析は、

堆肥等有機物分析法 1)により行った。堆肥

の有機物量の測定は易分解性有機物による

堆肥の品質評価2)の方法で行った。

3 ベレット化による土壌中での窒素無機

化率の変化

1)土壌中での堆肥窒素無機化率の測定

土壌中での堆肥の窒素無機化率の測定は

保温静置培養法 3)で実施した。原料粉状堆

肥及びベレット堆肥 Igを乾土(黒ぼく土)

25gに混和し、水分条件は最大容水量の

60%、培養温度 30
0

CでO、 1、 3ヶ月間培

養した。

培養終了後した土壌を蒸留水 100mlで抽

出し、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素は、イオ

ンクロマトで測定し、アンモニア態窒素は

10%塩化カリウム水溶液 100mlで抽出、イ

ンドフェノール法にて測定した。

窒素無機化率%=無機化窒素(硝酸態窒

素+亜硝酸態窒素+アンモニア態窒素) x 

100/堆肥中全窒素

2 )窒素肥料添加ペ レットの窒素無機化率

の測定
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2.88 19.0 52.9 婚勧式

3.08 部.3 20.7 智星野糧轄撞

4.11 48.6 19.0 野星野醤轄撞

窒素肥料添加ベレットも同様の方法で窒

素無機化率を測定した。対照は、原料粉状

堆肥にベレット堆肥に添加したのと同量の

窒素肥料を併用したものとした。

3) 堆肥から土壌中への陽イオン溶出量の

測定

上記の窒素無機化量の測定で使用した蒸

留水抽出液を用い、プラズマ発光分光分析

装置にてカリウム、カルシウム、マグネシ

ウム、ナトリウムを測定した。

結果

1 べレット化による堆肥成分の変化

1 )ベレット成型時水分

成型時の水分は、牛ふん堆肥 35%、豚ぷ

ん堆肥、鶏ふん堆肥 25%とした。豚ぷん堆

肥、鶏ふん堆肥では、 25%以上の水分では、

ベレットの形状をなさず、 25%以下の水分

では、ダイスの成型吐出部に堆肥が詰まり

ベ レット製造が困難であった。

2) ベ レット成型時温度

ベ レット製造時のダイス内の温度は、牛

ふん堆肥 40"" 50 oc、豚ぷん堆肥 50"" 60 

OC、鶏ふん堆肥 40"" 50 oCであった。ベ レ

ット成型としては低温での成型であった。

3) ベ レット化による窒素成分の変化

表 2にベ レッ ト堆肥、窒素肥料添加ベ レ

ッ トの成分を示す。水分は 7.2""10.7%であ

った。窒素肥料添加ベレットについて 3種
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類の窒素肥料は同量の窒素量添加であった

が、製造されたペレッ ト堆肥の窒素は、ど

の家畜ふん堆肥でも、硫安添加で低く 、硝

安添加で高かった。

4) ベレッ ト堆肥の無機態窒素割合と形態

図 1にベレット中の窒素の形態を示 した。

ベレッ ト堆肥の無機態窒素の割合は 7""'-'9% 

であり、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥ではアン

モニア態窒素であったが牛ふん堆肥ではア

ンモニア態窒素と硝酸態窒素であった。

窒素肥料添加ベ レットの無機態窒素割合

は牛ふん堆肥で 43""'-'47%、豚ぷん堆肥、鶏

ふん堆肥で 26""'-'28%であった。硫安添加で

はアンモニア態窒素、硝安添加では硝酸態

窒素とアンモニア態窒素であった。尿素添

加べレッ トでは無機態窒素割合は 5""'-' 6% 

窒素形態はアンモニア態窒素であり 、成型

化による窒素形態の変化は少なかった。

5)ペレッ ト化による窒素の減少割合

図 2にベレット化による窒素の減少割合

を示した。窒素肥料無添加のベレット堆肥

では、窒素減少率は 1%であり成形、乾燥

工程での窒素の減少はほと んどなかった。

窒素肥料添加ベレッ トの窒素減少率は、

硝安添加で 2""'-' 9%、尿素添加では 6""'-' 8% 

と低かったが、硫安添加では 10""'-' 19%と高

かった。また、窒素肥料添加量が多い牛ふ

ん堆肥は、いずれの窒素肥料でも豚ぷん堆

表2 ペレット堆肥、窒素肥料添加ペレット堆肥の成分

堆胞の種類添加窒素肥料 水分 窒素 リン酸 カリ 炭素 C/N 
% 乾 物% 乾物% 乾物% 乾 物%

牛ふん堆肥 なし 10.1 2.63 3.06 3.10 35.9 13.6 

硫安 10.7 4.15 2.64 2.82 33.4 8.0 

硝安 10.4 4.66 3.42 2.99 33.2 7.1 

原素 9.3 4.66 3.19 2.98 35.2 7.5 

豚ぷん堆肥 なし 9.4 4.59 5.57 3.19 37.8 8.2 

硫安 10.4 5.75 5.49 2.96 35.4 6.2 

硝安 9.2 6.15 5.02 3.02 35.9 5.8 

原素 7.2 5.78 5.17 3.02 36.6 6.3 

鶏ふん堆肥 なし 8.6 4.12 5.26 3.92 31.5 7.6 

硫安 8.4 5.04 4.78 3.79 28.4 5.6 

硝安 8.0 5.68 4.57 3.84 28.7 5.0 

原素 8.5 5.43 4.89 3.82 29.0 5.3 
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図 1 ベレット堆肥の窒素形態
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図 2 ベレット化による窒素減少率
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肥、鶏ふん堆肥よりも窒素減少率が高かっ

た。

2 ベレット化による土壌中での窒素無機

化率の変化

1)ベレット化による畜種の違い

図 3にペレット堆肥の窒素無機化率の経

過を示した。

牛ふん堆肥では、 3ヶ月後の窒素無機化

率は粉状堆肥で 28%、ベレット堆肥で 17%

であり、粉状堆肥の無機化率の 60%に低下

した。

豚ぷん堆肥では、 3ヵ月後の窒素無機化

率は粉状堆肥 70%、ベレット堆肥では 32%

であり、粉状堆肥の無機化率の 45%に低下

した。

鶏ふん堆肥では、 3ヵ月後の窒素無機化

率は粉状堆肥の 73%、ベレット堆肥で 63%

であり、粉状堆肥の無機化率の 86%であっ

た。

ベレット化により窒素無機化率はいずれ

の家畜ふん堆肥でも低下するが、豚ぷん堆

肥の低下が大きく、鶏ふん堆肥で低下が小

さかった。

2) 窒素肥料添加ベレット堆肥の窒素無機

化率の変化

(1)牛ふん堆肥窒素肥料添加ベレット

図4に牛ふん堆肥窒素肥料添加ベレット

1∞ 園0ヵ月・ 1ヵ月口劫月

関
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刷
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%

。

図 3 ベレット化による窒素無機化率の経過
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(牛ふん添加ベレット)の窒素無機化率の

経過を示した。図中の粉状区とは、粉状堆

肥にベレットに添加したと同量の窒素肥料

を併用した区を示している。

1ヵ月後の窒素無機化率は、粉状堆肥窒

素肥料併用区(粉状区)で 70""'77%、窒素

肥料添加ペレット区(ベレット区)では 58

""' 60%となり、ベレット区でやや低かった。

3ヵ月後の窒素無機化率は、粉状区 75""' 

84%、ベレット区では 71""' 77%となり、差

が小さくなった。

( 2 )豚ぷん堆肥窒素肥料添加ペレッ卜

図 5に豚ぷん堆肥窒素肥料添加ベレット

の窒素無機化率の変化を示した。

硫安区の 3カ月後窒素無機化率は粉状区

で 83%、硫安添加ベレット区では 60%に低

下した。

硝安区の粉状区の窒素無機化率は 1ヵ月

後で 65%、 3ヵ月後で 85%であったが、硝

安添加ベレット区では 1ヶ月後には 22%と

初期より低下し、 3ヵ月後でも 43%と粉状

区の約 50%の無機化率に低下した。

尿素区の 3ヵ月後窒素無機化率は 72%、

尿素添加ベレットは 42%となり、粉状区の

58%に低下した。

どの窒素肥料においてもべ〆レット化によ

り粉状堆肥の窒素無機化率の 60%以下に低

下した。

1∞ 
窒 ω
素

無 ω
機
化 40

率
%20 

o 

図助月 ・1ヵ月 口3ヵ月

図 4 牛ふん堆肥窒素添加ベレッ卜の窒素無機化率の経過
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図 5 豚ぶん堆肥窒素添加ベレットの窒素無機化率の経過

( 3 )鶏ふん堆肥窒素肥料添加ベレット

図 6に鶏ふん堆肥窒素肥料添加ベレット

の窒素無機化率の経過を示した。

硫安区の 3ヵ月後窒素無機化率は粉状区

では 75%、硫安添加ベレットでは 81%とベ

レットがやや高かった。

硝安区の 3ヵ月後窒素無機化率は 88%、

硝安添加ベレットでは 50%と粉状区の 57%

に低下した。

尿素区の 3ヵ月後窒素無機化率は粉状区

で 62%、尿素添加ベレット区では 57%とな .

り、粉状区との差は少なかった。

鶏ふん堆肥では、硝安添加ベレット堆肥

での窒素無機化率低下が大きかった。

3 ベレット堆肥及び窒素肥料添加ベレツ

トからの陽イオン溶出

図 7'"'-'9にベレット堆肥及び窒素肥料添

加ベレットからの 1ヶ月後土壌培養後の陽

イオンの溶出量を示した。

窒素肥料無添加の場合も、添加した場合

も、粉状区と比較しベレット区ではカリ、

ナトリウムの 1価陽イオンは溶出量は差が

少ないが、カルシウム、マグネシウムの 2

価陽イオンは、溶出が抑制された。

牛ふん堆肥の陽イオン溶出量は、ベレツ

ト堆肥では粉状区の 70%となり、窒素肥料

添加ベレットでは粉状区の 76'"'-' 79 %とな

-86 -

1∞ |・助月 .，ヵ月 口劫月

窒 00
素

無印

纏
化 40

率 m 
% 

。

図 6 鶏ふん堆肥窒素添加ペレットの釜素無機化率の経過

った。

豚ぷん堆肥の陽イオン溶出量はベレット

堆肥で粉状区の 48%となり、窒素肥料添加

ベレットでは粉状区に比べ陽イオン溶出量

は硫安添加で 61%、硝安添加で 46%、尿

素添加で 76%となった。

鶏ふん堆肥の陽イオン溶出量は、ベレツ

ト区で粉状区の 72%となり、窒素肥料添加

ベレットでは硫安添加で 116%、硝酸安添

加で 64%、尿素添加で 56%であった。

ベレッ ト化により陽イオン溶出量が多く

抑制されたものは、豚ぷん堆肥の硝安添加

ベレット、尿素添加ベレッ ト及び、 鶏ふん

堆肥の原素添加ベレットであった。

また、添加した窒素肥料のうち、尿素は

粉状堆肥との併用、尿素添加ベレットどち

らの場合も、どの畜種の堆肥でも他の窒素

肥料よりも陽イオン溶出量は少なかった。

4 尿素添加による鶏ふん堆肥の硝化抑制

図 10に尿素添加ベレット堆肥の 1ヶ月後

の無機化窒素の形態を示した。尿素添加牛

ふん堆肥、豚ぷん堆肥の無機態窒素のほと

んどは硝酸態窒素であったが、鶏ふん堆肥

では、粉状堆肥と尿素の併用(粉状区)で

も無機化窒素のうち 33%がアンモニア態窒

素であり、尿素添加ベレットでは、 53%が

アンモニア態窒素であり、硝化が抑制され
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ていることが確認された。 3ヵ月後の窒素

形態はどの畜種のどの堆肥も硝酸態窒素と

なっていた。
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図7 牛ふん堆肥からの陽イオン溶出量
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図 9 鶏ふん堆肥からの陽イオン溶出量
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図 11に無機化された窒素のうち陰イオン

である硝酸態窒素と亜硝酸態窒素の合計値

と溶出される陽イオンの関係を示した。硝
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図 8 豚ふん堆肥からの陽イオン溶出量
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図 10 尿素添加ベレッ ト無機化窒素の形態
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写真 1 硝安添加ベレットの形状

( 30
0

C、 1ヵ月土壌培養後)
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酸態及び亜硝酸態窒素量が多いと溶出され

る陽イオンが増加し、特に 2価の陽イオン

のうちカノレシウムが多く溶出されることが

確認された。

6 硝安添加ベレット堆肥の形状

土壌中での窒素無機化率を測定するため

土壌中で 30
0
C、 1ヵ月間培養した後、土壌

から取り出し形状を観察した。このうち硝

安添加家畜ふんベレットが最も形状変化が

大きく、写真 1に示した。

牛ふん堆肥ベレットでは形状の変化は少

なく、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥ベレットで

は、ベレット堆肥自体が大きく膨張してい

ることが観察された。鶏ふんベレットでは

2週目には膨張が観察されたが、 1ヶ月後

からはその崩壊が観察された。しかし、豚

ぷんベレットでは、 2ヶ月経過後でもベレ

ットは膨張したままであった。

考察

1 ペレット成型に適した堆肥水分

ベレタイザプレスベレッタ ーを用い直径

5mmのベレットを成型する場合、成型に適

した堆肥の水分は、牛ふん堆肥 35%程度、

豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥は 25%程度であり、

牛ふん堆肥で、高かった。

原ら 6)はディスクペレッターを用いた成

型において、鶏ふん堆肥のベレット成型に

適した水分は 24"-'28%と報告しており、今

回の結果と同等の水分であった。また、小

山ら 4，5) はエクストルーダによるベレット

成型に適した水分は、牛ふんモミガラ堆肥

で 47"-'51%、面IJ資材を含まない豚ぷん堆肥

で 35%、鶏ふん堆肥で 42"-' 43%、菜種油

粕と尿素を混合して成分調整した牛ふん堆

肥で 45%と報告しており、 牛ふん堆肥の成

型に適した水分は豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥

よりも高く、今回の結果も同様であった。
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2 べレッ ト化による堆肥成分の変化

ベレッ ト成型による窒素の減少は、窒素

肥料を添加しない場合、ほとんどなかった。

窒素肥料を 1.5"-' 2.2%添加してベレッ ト化

し、ベレットの水分を 10%以下まで乾燥さ

せた場合、窒素肥料添加量が 2.2%と多い牛

ふん堆肥は他の畜種よりも窒素減少量が多

く、特に硫安を添加した牛ふん堆肥ベレッ

トが最大の窒素減少率 19%を示した。

また、添加窒素肥料の種類により窒素減

少率は異なり、硝安添加で 9%以下、尿素

は 8%以下と低いが、硫安添加は 10"-' 19% 

と高かった。

硫安添加で窒素減少率が高いのは、硫安

の窒素形態がアンモニア態窒素であるため、

ベレット成型時の熱により飛散したと考え

られる。尿素添加ではベレット成型時の熱

により尿素が分解して生じたアンモニアが

飛散し、硝安についてはアンモニア態窒素

の割合が低いため窒素減少率が低くなった

と考えられる。

小山ら 5)は乾燥後水分 20%、尿素 5%添

加成分調整堆肥製造時に窒素の 22%が消失、

菜種油粕混合で、は窒素の消失はなかったと

報告しており、原ら 10)はエクストルーダに

よる豚ぷん堆肥の成型ではアンモニアの減

少割合は 10%以下であったと報告している。

いずれの報告よりも今回の窒素減少率が低

かったのはペレット成型時温度が低かった

ためと考えられる。

3 ベレッ ト堆肥の土壌中での窒素無機化

特性

家畜ふん堆肥はベレ ット化すると土壌中

での窒素の無機化が抑制された。特に豚ぷ

ん堆肥ではベレット化により 3ヵ月後の無

機化率は粉状堆肥の 45%まで低下した。鶏

ふん堆肥では 1ヵ月後の窒素無機化率は粉

状堆肥の 68%と抑制されたが、 3ヵ月後に

は 86%まで回復した。牛ふん堆肥では粉状
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堆肥でも 3ヵ月で 29%と窒素無機化率は低

いが、 ベ レット化によりさらに 17%まで低

下した。

早川ら7)は家畜ふん堆肥を成型時温度 47

ocでベレット化すると原料堆肥に比較して

窒素無機化量が 30'"'-'50%抑制されると報告

している。原ら 8)はベ レット化しても原料

堆肥と同等の窒素の無機化を示すと報告し

ている。また、浦野ら 9)はベ レット化によ

り窒素無機化が促進されると報告している。

また、原ら 10)は豚ぷんベレット堆肥の成型

時水分を 1%下げると窒素の畑地条件での

分解率は 0.7%高くなり、成型時水分 40%以

下(成型時温度 63
0
C以上)の場合窒素無機

化量は原料堆肥より高まることを報告して

いる。

従って今回の試験では成型時温度は 60
0C

以下であったため、ベレット化によって原

料堆肥よりも、窒素の無機化が抑制された

と考えられる。

4 窒素肥料添加ベレットの土壌中での窒

素無機化特性

牛ふん堆肥の窒素肥料添加ベレットは、

粉状堆肥に窒素肥料を併用した場合と比較

し、窒素無機化率の低下は少なかった。

鶏ふん堆肥でも硫安、尿素添加ベレット

では窒素無機化率の低下は少なかったが、

硝安添加ではベレット化により窒素無機化

率が粉状堆肥に比べ 3ヶ月後で 58%まで低

下した。

豚ぷん堆肥では、ベレット化により硫安

添加では 3ヵ月後粉状堆肥の 72%、硝安添

加で 50%、尿素では 58%まで低下した。

今回の試験では分解が遅い堆肥窒素を補

う目的で窒素肥料を添加したが、豚ぷん堆

肥、鶏ふん堆肥では、反対に窒素の無機化

を低下させてしまった。唯一窒素肥料添加

の効果があったのが牛ふん堆肥であった。

豚ぷん堆肥ベレット、鶏ふん堆肥ベレツ
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トでの窒素無機化率が低下した理由につい

ては、牛ふん堆肥は易分解性有機物量 19%

と少ないため、添加した窒素は微生物によ

る有機化は生じず、窒素無機化の低下は少

なかったと考えられる。しかし、豚ぷん堆

肥及び鶏ふん堆肥の易分解性有機物は

56.3%、 48.6%と多いため、添加した窒素は

土壌微生物の増殖により微生物態窒素 とし

て取り込まれ、窒素の分解が低下したと考

えられる o また、ベレット周辺に微生物が

多量付着し、物理的にも窒素無機化の低下

が生じると考えられる。

硝安を添加すると豚ぷん堆肥、鶏ふん堆

肥で窒素無機化の低下が生じたが、これは

硝酸態窒素が易分解性有機物の存在と ベ レ

ット内が嫌気状態となり脱窒した可能性も

考えられ、今後の検討が必要である。

5 尿素添加による鶏ふん堆肥の硝化抑制

効果

粉状の鶏ふん堆肥と尿素を併用した場合、

1ヵ月後に無機化した無機化窒素のうちア

ンモニア態窒素の割合が 33%、尿素添加ベ

レットでは 56%となり、ベレットのほうが

硝化を抑制していることが確認できた。硝

化が抑制されることで無機態窒素の流出が

抑制でき、陽イオンの溶出も抑制できる。

原ら 11)は鶏ふんベレット堆肥に尿素 7'"'-'

14%添加して成分調整することで硝化を 4

.-...-6週間以上抑制することがで、きたとの報

告をしており、同様の結果であった。

6 ベレット化による陽イオンの溶出抑制

効果

ペレット化により陽イオンの溶出が抑制

され、肥料成分の流亡が抑制土壌 pHの低

下も防止できる。

牛ふん堆肥ではベレット化による陽イオ

ン溶出量の抑制は少なかった。陽イオン溶

出量が粉状区に比べ抑制された区は、豚ぷ
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んベレット堆肥区 48%、硫安添加区 61%、

硝安添加区 46%、鶏ふん堆肥、硝安添加区

64%、尿素添加で 56%であった。

陽イオン溶出量が抑制された区は、窒素

無機化率が低いため、カノレシウム、マグネ

シウムなど 2価の陽イオンの溶出が抑制さ

れたためと考えられる o

また、尿素添加ベレットでは無機化され

た窒素の 53%がアンモニア態窒素であるた

め2価陽イオンの溶出が抑制されたものと

考えられる。

原ら J0) は豚ぷん堆肥ベレッ トからの塩類

溶出量は 66'"'-'79%に抑制されるという報告

があるが、今回はこれよりも抑制割合は高

く、これは窒素無機化率が低かったためと

考えられる。

7 ベレット堆肥の利用方法について

今回の試験は窒素肥料添加家畜ふん堆肥

ベレットの利用の可能性を検討したもので

ある。現状では、特殊肥料と普通肥料の混

合物は、期待される保証成分の発現が保証

できないため、窒素肥料を添加した堆肥は

肥料取締法では肥料として認められていな

い。従って、窒素肥料を添加した堆肥の製

造、利用は自己経営内に限られる。

以上、窒素肥料添加ベ レット堆肥の肥効

特性について調査した。その結果から、そ

れぞれのベレット堆肥の特徴を活かした

使用方法を考察した。

牛ふん堆肥窒素肥料添加ベレットでは比

較的初期より窒素が無機化することからホ

ウレンソウなど初期に窒素肥料を必要とす

る作物での利用が可能であると考えられる。

また、豚ぷん堆肥、鶏ふん堆肥の窒素肥料

添加ベ レット堆肥では、初期での窒素無機

化が低下するが、長期間窒素が継続して無

機化すると考えられるため、果菜類、ネギ

類など、長期間窒素が必要な作物への基肥

としての施用が適していると考えられる。
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